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中田酒店 新吉水町 日忠石油㈱ 栃本町 御食事処 ふじ 多田町

早川食品㈱ 田島町 ㈲阿部自動車 赤坂町 広瀬商事㈱ 葛生西 お食事の店 雲(うんろう)楼 吉水駅前

ピザーラ 佐野店 浅沼町 ㈲アライオート 石塚町 ㈲峰﨑油店 田沼町

㈲城山製麺 堀米町 フライドチキン カメヤマ 植上町 ㈱岩澤自動車 小中町

第一酒造売店 田島町 まるきストアー 石塚町 ㈱オートカメヤマ 伊賀町 海鮮料理処 ととや 葛生東

中里製麺 免鳥町 まるよし酒店 金屋下町 孝和モーター 戸奈良町 ㈱永楽屋 若松町 回転寿司 海鮮 富岡町

平井生麺店 高砂町 みかも山観光物産会館 黒袴町 ㈲関根モータース 富岡町 ㈱さんだい 田沼町 カタツムリ ラボ 伊賀町

ヒロシマヤ 田沼町 ㈲味噌まんじゅう新井屋 葛生店 葛生西 事務用品･文具･画材 ㈲日本屋 若松町 かたやま庵 葛生東

マルウチ食品産業㈱ 赤坂町 ㈲味噌まんじゅう新井屋 佐野本町店 本町 パソコン販売&修理 ㈱フェニックス 馬門町 割烹 紅楽 栃本町

名水とうふ丁庵ヨシコシ 出流原町 ㈲味噌まんじゅう新井屋 たぬまの杜 吉水町 栃木自動車㈱ 浅沼町 割烹 丹波屋 若松町

道の駅 どまんなかたぬま 吉水町 ㈲根本タイヤー商会 君田町 割烹れすとらん 甍 赤坂町

㈲八百春商店 多田町 ㈲藤倉自動車 赤見町 おもちゃの京屋 万町 うなぎ 金子屋 伊賀町

(名)いせや呉服店 田沼町 ㈲八百茂商店 高砂町 ㈲藤倉モータース 下彦間町 ㈲オンダ楽器ハーモニープラザ 浅沼町 カフェ キジモイール 飛駒町

wingマツモト 田沼町 ヤマザキショップ 土澤酒店 山菅町 ホンダカーズ佐野 ㈱おくざわ 田島町 ㈲金井楽器店 本町 カフェ こんほ～と 若松町

エレガンス浜田屋 葛生東 吉川屋酒店 寺中町 キリヤ 若宮上町 カフェ ジェラオカ 出流原町

遠藤商店 牧町 ゴルフパートナー 佐野店 高萩町 カフェブラッスリー 古今東西 堀米町

岡松屋呉服店 葛生東 ㈲むらの 堀米町 タチカワ綜合ストアー 田沼町 かまだや 伊賀町

オワリヤ 万町 セブン-イレブン 佐野伊勢山店 伊勢山町 野州自動車工業㈲ 田沼町 ㈲フレンド富士 亀井町 神谷カフェ 堀米町

セブン-イレブン 佐野大橋店 大橋町 ㈲山根自動車販売 上羽田町 ヨコタスポーツ 栃本町 川魚 矢澤 葛生東

セブン-イレブン 佐野小見町店 小見町 YK AUTO SERVICE 馬門町 韓国屋台トースト ORP（オルペ） 高砂町

サンバード 田沼店 田沼町 セブン-イレブン 佐野工業団地店 浅沼町 菊乃家 田沼町

㈱篠崎衣裳店 浅沼町 セブン-イレブン 佐野50号バイパス店 植下町 サンコーメガネ フレッセイ佐野店 赤坂町 季節料理 游心 富岡町

㈱シャレム 若松町 セブン-イレブン 佐野栄町店 鐙塚町 荒居家具店 亀井町 シマダ時計眼鏡店 大祝町 北むら食堂 田沼町

スクールショップ かのこ 犬伏下町 セブン-イレブン 佐野朱雀町店 堀米町 アルファ 吉水町 ナカダ時計店 葛生西 牛角佐野店 富岡町

立川ふとん店 田沼町 セブン-イレブン 佐野高萩町店 高萩町 安藤電気パナステージアンドウ 長谷場町 宝石･メガネ･時計･補聴器 エルオオタ 富岡町 くいもんや あるぺん 浅沼町

陶栄堂 浅沼町 セブン-イレブン 佐野栃本町店 栃本町 オフィス家具販売 ココロ 大橋町 メガネドクター 佐野店 高萩町 草木万里野 佐野店 鐙塚町

ハマダヤ洋品店 葛生西 セブン-イレブン 佐野富岡町店 富岡町 十字屋デンキ 田沼町 ヨシダ時計店 田沼町 栗屋食堂 田沼町

Feel FORCE 若松町 セブン-イレブン 佐野並木町店 並木町 鈴木電気 堀米町 COENA cafe(コエナカフェ) 越名町

フットメモリー しまだ 堀米町 セブン-イレブン 佐野日大校前店 石塚町 須藤農機具店 田沼町 国産うなぎ･黒毛和牛ステーキ うおさだ 栃本町

ふとんのさやま 大和町 セブン-イレブン 佐野本町店 本町 豊島商店 植上町 青竹打ち RA-MEN くりはら 関川町 ココノラ 上羽田町

娘屋 伊賀町 セブン-イレブン 佐野厄除け大師前店 大橋町 ㈱萩野電気 葛生東 青竹手打ち 麺屋だんとつ 若宮下町 個室居酒家 やっちゃ場 富岡町

レディースショップアリス 佐野店 浅沼町 セブン-イレブン 佐野若宮上町店 植下町 PanaLife ツカダ 富岡町 青竹手打ち麺 藤谷 堀米町 ごはん屋 食の音色 堀米町

ローソン 佐野植上町店 植上町 藤倉電気㈱ 大橋町 青竹手打ちラーメン 麺屋貴 赤坂町 Coffee and Donuts FIVE 伊賀町

ローソン 佐野大橋町店 大橋町 ヤマグチカデン 田沼町 青ねぎラーメン 太七 堀米町 小料理 すずめ 栃本町

あづまや 水木町 あけみ寿司 犬伏店 犬伏新町 魚食楽 山心 高萩町

大川屋 植野町 AJISAI 相生町 佐野やすらぎの湯 湯けむり食堂 小中町

太田酒店 金吹町 ㈱エトワール中村 浅沼町 オザキ薬局 田沼町 @home Dining oh!La-La 高萩町 佐野やつや 堀米町

otegaruya 若松町 御菓子処 太田屋 田沼町 加藤化粧品店 金吹町 あづま本店（葛生駅前） 葛生東 佐野ラーメン いってつ 高萩町

上岡酒店 相生町 ㈲金禄 浅沼店 浅沼町 化粧品店 晴香 免鳥町 あらいや 大町 佐野らーめん 南天 赤坂町

からあげ家なるねこ 金井上町 ㈲金禄 堀米店 堀米町 すみれ化粧品 葛生東 アリラン 田沼町 佐野ラーメンの館 なゆた 富岡町

キラクヤ 戸奈良町 ケーキ工房 モンテ 植下町 ハリウッド化粧品 こえのき 高砂町 居酒屋 宝の陣 多田町 佐野ラーメン 藩 若松町

くだものらんど 田沼町 ケーキの店 チェリー 大町 美京イオンタウン 浅沼店 浅沼町 居酒屋 HANG OUT 茂呂山町 佐野らーめん 鳳仙家 浅沼町

江州屋商店 並木町 さるのパンや 赤見町 ビューティプラザ コジマ 万町 居酒屋 凛 石塚町 山賊ラーメン さくら 堀米町

四季彩菓 扇屋 大祝町 ほていや薬局 伊賀町 居酒屋 たかまる 若松町 ㈲三男坊 並木町

じねん焼き加藤米菓店 久保町店 久保町 ホワイトルージュ 若宮上町 居酒家 なるねこ 大橋町 chez 竹榮山 浅沼町

佐野観光農園 アグリタウン 植下町 じねん焼き加藤米菓店 高萩町店 高萩町 むろおか化粧品店 田沼町 いずる庵 高砂町 四季彩 ほのか 植野町

佐野市観光物産会館 金井上町 十三屋 天明町 ムロオカ化粧品店(佐野駅前店) 若松町 一とく 伊賀町 ジャックと豆の木 富岡町

自然食品の店 ここち 植上町 天明焼 加藤米菓本店 久保町 森田屋化粧品店 葛生東 一平食堂 富岡町 ジャムセッション 天神町

㈲七福麺 植野町 ㈱ナカダ 万町 ライオン堂 ki･re･i 若松町 うどん そば すなが 出流原町 旬懐食 一粋 大祝町

白金園茶舗 大和町 ㈲中村菓子店 葛生西 鰻 うおとよ 金屋仲町 旬菜中華玉家 高萩町

ストアーおおすが 戸奈良町 ニューアンデルセン 天明町 うなぎ 割烹 檜 赤坂町 昭和軒 栃本町

ストアーしんみせ 多田町 ブーランジェリー モノガタリ 高砂町 ㈲石川油店 仙波町 大ぐり山荘 大栗町 食彩 みなとや 堀米町

セーフティショップ まなべ 堀米町 ㈲ふじくら米菓 船津川町 ㈲奥澤商事 新吉水町 沖縄料理と和洋食 和伊寿 富岡町 食堂 せんげん 閑馬町

㈲高砂園 高砂町 和菓子処 石川や 栃本町 小野商店 船津川町 お好み焼 えびす 免鳥町 鮨 須藤(令和4年1月オープン) 植野町

丼丸 佐野植上店 植上町 駒形興業㈲ あくと町 お好み焼 満天星 吉水町 寿し秀 堀米町

丼丸 佐野堀米店 堀米町 駒形興業㈲ 林給油所 小中町 お好み焼居酒屋 花いち 大古屋町 鮨廣 葛生西

ガーデンギャラリー
手作りスイーツ 風のファーム

大古屋町

書籍、事務用品、OA機器【専用券・共通券】

カメラ、時計、メガネ、宝飾品【専用券・共通券】

飲食店【専用券・共通券】

スポーツ用品、玩具、楽器【専用券・共通券】

自動車整備、タイヤ【専用券・共通券】

サーティワンアイスクリーム
佐野ロードサイド店

植上町

医薬品、化粧品【専用券・共通券】

㈱タイヤショップ須佐
ミスタータイヤマン･佐野店

堀米町

飲、食料品製造【専用券・共通券】

衣料、身の回り品【専用券・共通券】

各種飲食料品小売【専用券・共通券】

遠藤食品㈱
しょうがお漬物直売所

下彦間町

最旬ファッション並木
アウトレット&リサイクルショップ並木 大橋町

燃料【専用券・共通券】

ミスタータイヤマンくずう店
吉澤タイヤ商会

コンビニエンスストア【専用券・共通券】

菓子、パン【専用券・共通券】

葛生西

家具、什器、機械器具小売【専用券・共通券】
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寿司和食 勘助 石塚町 麺処 はつがい 富岡町 nail salon Leaf 赤坂町 (資)町田商店 多田町

ステラ･レガーレ 栃本町 麺屋 きんしゃい 並木町 ネイルサロン&スクール ミヌ 堀米町 松本人形店 久保町

須花坂 そば 憩い館 下彦間町 麺屋 翔稀 若松町 美容室オズ 堀米町 豆屋香味館 水野陶器 久保町

炭火焼肉 あぶり屋 田沼町 麺屋 ブラス 堀米町 美容室toyohara(とよはら) 堀米町 ㈱MISSION 栃本町

炭火焼肉 とちゅ苑 浅沼町 麺屋 一心 富岡町 美容室ブランシェ 植上町 吉貞人形 植下町

炭火焼肉 ふじ田 高萩町 モスバーガー 佐野東店 浅沼町 Fujita 飛駒町 リラクゼーションみがる 堀米町

精養軒 やまだ 植野町 モスバーガー フォリオ佐野店 赤坂町 ヘアースペース　カーマ 富岡町 RUBINA COFFEE 赤坂町

千石鮨 出流原町 もてなし家 赤部 葛生東 マルコーサービス 相生町

贈答用餃子 大和屋 吉水駅前 森田屋 北茂呂店 北茂呂町 理容ナガシマ 田沼町

そば処 鈴庵 豊代町 森田屋 東店 高萩町

そば処 松 戸室町 やきとり 鳥きよ 伊賀町

そば処 美々 田沼町 焼鳥まるき 高萩店 高萩町 佐野観光㈱ 赤坂町

Sorriso 浅沼町 焼鳥まるき 富岡店 富岡町 ㈲つゝじ観光社 佐野営業所 相生町

大衆割烹 三岩 若松町 ㈱東武旅行業務センター 葛生東

大食館 小見町

Dining Bar COCORO 犬伏新町 悠庵 植下町

㈲大漁 富岡町 弓削食堂 堀米町 EXCEED WORKOUT FITNESS 朝日町

台湾料理 龍鳳軒 植下町 洋風食房sanga 植上町 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース 富士町

辰巳屋商店 串焼き岩 米山南町 養老乃瀧 犬伏店 犬伏新町 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース 岩崎町

タベルナ･ブンユウ 浅沼町 養老乃瀧 市役所前店 高砂町 佐野グリーンゴルフガーデン 浅沼町

炭火焼肉 二毛作 若松町 蓬山レストラン 作原町 佐野ゴルフクラブ 赤見町

ちゃこや 伊賀町 411 coffee Lab 石塚町 ロイヤルゴルフセンター田沼 戸奈良町

中国料理 角半 大和町 La Rosetta 上羽田町

つとめ寿司 免鳥町 ラーメン まるQ 若宮下町

Tea Room at the SICG 栃本町 ラーメン･餃子 匠屋 吉水駅前 青い接骨院 大橋町

手打ちそば あら川 若松町 らーめん 大金 大橋町 アトリエ花子 若宮上町

手打そば かみやま 秋山町 ラーメン 絹屋 大橋町 あまがや養鯉場 大古屋町

手打そば さい藤 富岡町 らーめん 源 越名町 アルシオーネ･コート佐野 越名町

手打ちそば 優心庵 免鳥町 らーめん処 匡(マサ) 大橋町 石のさかい 栃本町

手打ラーメン 竹ﾉ屋 豊代町 ラディエ 本町 ㈲大串 田沼町

手打ちらーめん 茶煒那 犬伏新町 ランチ･ボックス 葛生東 大出輪業 葛生東

とうふ料理 豆の花 犬伏下町 リストランテ･ジャポネーゼ 北茂呂町 ギフト館いしかわ 奈良渕町

道産麺 免鳥町 ルアナガーデン 犬伏新町 クツのタカセ 田沼町

とみや犬伏店 犬伏上町 れすとらん HOUSE K･A 大橋町 佐野合同タクシー 若松町

トラットリア･スカッコマット 高萩町 6月の森 オーベルジュ 富士町 佐野スレート(屋根工事業) 高萩町

DREAM TACOS 富岡町 和食･手打そば みすゞ 犬伏上町 さのまるの家 高砂町

とんかつ 肉のマルコウ 植上町 和食釜めし たこ八 茂呂山町 サラダ館 佐野赤坂店 赤坂町

とん久 若松町 和食屋 善が岡 馬門町 シャディ サラダ館 田沼吉水店 新吉水町

日本料理 吾妻 万町 和風れすとらん いし川 大橋町 シンワチェーン 田沼店 田沼町

日本料理 田代 関川町 和風レストラン はしもと 若松町 駄菓子・カフェ もりもーり 葛生東

根古屋亭 飛駒町 和風れすとらん 桃川 石塚町 田中石材店 赤見町

蜂屋 浅沼町 足裏's(たりーず) 赤見町

パン･カフェ･プレジール 黒袴町 天使の森 佐野オリヴィエ 浅沼町

ハンバーグ屋さん キャトル クワトン 堀米町 仙水閣 奈良渕町 仲屋 塚原酒店 葛生東

Pizzeria TACCATO 植野町 ㈱ホテル一乃館 出流原町 Natural beauty atha 植下町

ひまわり亭 富岡町 ホテルサンルート佐野 朝日町 日栄産業㈱ 下羽田町

ネオヤあみもの手芸店 久保町

花きち生花店 万町

プチボヌール 富岡町 Earth美容室 植下町店 植下町 ㈲花倶楽部いなば 上台町

弁天食堂 石塚町 アキコ美容室 鉢木町 花真生花店 浅沼町

見晴し 栃本町 アプリーレ 高砂町 ㈲はなひこ 天神町

耳うどん･野村屋本店 相生町 石塚クリーニング 田沼町 ハワイアンロミロミ アロハマナ 天神町

味楽 築地町 石塚クリーニング とりせん田沼店 田沼町 フラワーショップかわしま 植上町

メイプルの森 植下町 髪 house WIN 富士見町

めん一番 浅沼町 かみおか理容室 並木町

麺道 靖 石塚町 Natural Healing 凛 若松町 ㈱ホクサン 富岡町

福寿荘売店
(まちの駅　名水弁天池の駅)

出流原町

その他の小売・サービス業【専用券・共通券】

浅沼町

旅館、ホテル【専用券・共通券】

洗濯、理容、美容【専用券・共通券】

野菜ソムリエが作るスープとデリのお店

マミーズスープ 田沼町

スポーツ施設【専用券・共通券】

旅行業【専用券・共通券】

フラワーショップかわしま
イオンタウン佐野店

商品券取扱店については随時更新

しております。下記URLまたは

QRからご確認ください。
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フレッセイ 佐野店 赤坂町

AOKI 佐野新都市店 高萩町 ベルク 佐野田沼店 田沼町

赤から 佐野店 富岡町 ホームプラザナフコ 田沼店 田沼町 新宿さぼてん 1F

アクセルエルヴェ 佐野店 高萩町 マツモトキヨシ 佐野赤坂店 赤坂町 築地銀だこ 1F

アベイル 佐野店 赤坂町 マツモトキヨシ 佐野浅沼店 浅沼町 ケンタッキーフライドチキン 1F

いっちょう 佐野高萩店 高萩町 マツモトキヨシ 佐野伊勢山店 伊勢山町 ミスタードーナツ 1F

いっちょう 佐野田沼店 新吉水町 マツモトキヨシ 佐野西店 堀米町 おひつごはん四六時中 1F

ウエルシア 佐野植上店 植上町 モダンパスタ 佐野店 高萩町 スターバックスコーヒー 1F

ウエルシア 佐野富岡店 富岡町 ヤオコー 佐野浅沼店 浅沼町 美京 1F

オートアールズ 佐野店 堀米町 焼肉きんぐ　佐野店 浅沼町 GRAN SAC'S 1F

乙女屋 佐野店 高萩町 ヤマグチスーパー 石塚店 石塚町 メガネのイタガキ 1F

オフハウス 佐野店 富岡町 ヤマグチスーパー 堀米店 堀米町 カメラのキタムラ 1F

海鮮どんさん亭 佐野店 浅沼町 ヨークベニマル 佐野伊勢山町店 伊勢山町 3コインズプラス 1F

カインズ 佐野店 浅沼町 ヨークベニマル 佐野田島町店 田島町 シューラルー 1F

㈱カスミ 浅沼店 浅沼町 萬家 佐野店 堀米町 SM2 keittio 1F

がってん寿司 佐野店 浅沼町 未来屋書店 1F

かっぱ寿司 佐野店 高萩町 マライカ 1F

かつはな亭 佐野店 高萩町 和光メガネ 佐野店 浅沼町 イオンペット 1F
カレーハウスCoCo壱番屋 佐野国道50号店 若宮下町 口福堂 1F

㈱カワチ薬品 佐野赤坂店 赤坂町 うさちゃんクリーニング 1F

㈱カワチ薬品 佐野朝日店 朝日町 鎌倉パスタ 1F

㈱カワチ薬品 佐野店 堀米町 サーティワンアイスクリーム 1F

㈱カワチ薬品 佐野西店 堀米町 カルディコーヒーファーム 1F

㈱カワチ薬品 佐野南店 高萩町 セリア 1F

㈱カワチ薬品 田沼店 田沼町 ストーンワールド 1F

カンセキ 佐野店(ホームセンター) 富岡町 アスビー 1F

業務スーパー 佐野店 堀米町 スポーツオーソリティ 1F

ケーズデンキ 佐野店 田島町 無印良品 1F

ケンタッキーフライドチキン 佐野店 浅沼町 フードボートカフェ 1F

コジマ×ビックカメラ 佐野店 高萩町 はなまるうどん 1F

コメリハード＆グリーン 葛生店 富士見町 スタジオアリス 2F

コメリハード＆グリーン 佐野店 赤坂町 サンマルクカフェ 2F

コメリハード＆グリーン 田沼店 田沼町 中央コンタクト 2F

酒のやまや 佐野店 高萩町 REVE･NAILmoA 2F

サンドラッグ 佐野田島店 田島町 ラクシア 2F

シャンブル 佐野店 赤坂町 アヴェニュー 2F

スギドラッグ 佐野店 浅沼町 ミウラ 2F

ステーキ宮 佐野店 浅沼町 M2(エムニ) 2F
太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース 船越町 シャツ工房 2F

たつ吉 とり重弁当 佐野浅沼店 浅沼町 ドラッグストアーズショップ 2F

㈱ツカダ 佐野店 浅沼町 Zoff 2F
ディスカウントドラッグコスモス 赤坂店 赤坂町 パセリハウス 2F

東京オート㈱ 赤坂町 アイクロック 2F

東京靴流通センター 佐野店 富岡町 ギャルフィット 2F

豊丸水産 佐野南口店 若松町 新星堂 2F

ドラッグセイムス 田沼店 吉水町 光雲堂 2F

とりせん 佐野西店 堀米町 エヴァンジル 2F

とりせん 田沼店 田沼町 ABCマート 2F

ナポリの食卓 佐野店 鐙塚町

㈱ニトリ 佐野店 高萩町

日本調剤　佐野薬局 堀米町

バースデイ 佐野店 赤坂町
ファッションセンターしまむら 佐野店 大橋町
ファッションセンターしまむら 田沼店 吉水町

フジマート 葛生店 富士見町

㈱フライングガーデン 佐野店 堀米町

イオンモール佐野新都市専門店
【共通券のみ】

大型店【共通券のみ】

両毛ヤクルト販売㈱
佐野中央センター

相生町

イオンスタイル佐野新都市
イオンモール佐野新都市
（専門店は一部利用可）

高萩町

商品券取扱店については随時更新

しております。下記URLまたは

QRからご確認ください。

http://www.sanocci.or.jp/sk/

sano2021ps.pdf

3


